
様式第十六(第六十一条第一項関係)

汚染土壌の区域外搬出届出書

東京都知事　　殿

届輯慧露鞄題
土壌汚染対策法第16条第l項の規定により、要措置区域等から搬出する汚染土樹こついて、次

のとおり届け出ます。

要措置区域等の所在堪 冉�68ｾi8ﾉf�68蕀�y?ｨﾔ�9MC(,ﾉ?�YH�R�

汚染土壌の特定有雷物質によ る汚染状態 �5h4�92�7��ｸｭﾉtﾉ|ｨｮ顏�W94ｸﾘr��
鉛(土壌含有量基準不適合) 

※詳細は添付書類1のとおり 

汚染土壌の体積 �3�易h,H5h4�93｣)&�����僂｣オ�����
※詳細は添付書類2の・とおり 

汚染土壌の運搬の方法 佶�馥�:隗b��愛8補��IIR�����������,ﾉZﾙuy,�8y¥ｒ�
※詳細は添付書類3のとおり 

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 乘H�檍����6��ｸ8(5ｨ8ﾂ�

汚染土壌を処理する者の氏名 ��5�484x5�8�4898ｩH�檍��畏�靖7��ｨ�(嶌郢�ﾒ��

又は名称 ��ｩH�檍��6��ｸ8(6X6(4�5ｉ>ﾉ�靫穐��

汚染土壌を処理する施設の所 ���ywHﾊxﾘ�竧ﾅ9�ﾘﾌ9*ﾉ�y68鬩z��)^9MI&��

在地 ���Xﾞ9Wｸﾘ)�韈8ﾘ(ﾛｳ�)ｩm｣��MCR�

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#怨3Hﾈ�)ﾂ�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋紿ﾈ�3����

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#怨3Hﾈ�3�?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋綛ﾈ饂�:ﾂ�

運搬の用に供する自動車等の 所有者の氏名又は名称及び連 絡先 ��i5儻H��}紿��X,ﾈ,h*�.��

蘭替えを行う場所の所在地並 びに所有者の氏名又は名称及 び連絡先(運搬の際、積替え を行う場合に限る。) 倅�IWY:ｨｩH�檍���

川崎市川崎区扇町9番l号 

※詳細は添付書類6のとおり 

保管施設の新産地並びに所有 者の氏名又は名称及び連絡先 (保管施設を用いる場合に限 る。) 倅�IWY:ｨｩH�檍���

川崎市川崎区扇町9馨し号 

※詳細は添付書類6のとおり 

備考1　この用紙の大きさは、日本工業規格A包とすること。

2　氏名(法人にあってほぞの代表者の氏名)を認識し、押印することに代えて、本人(法人に

あってはその代表者)が雷名することができる。

株式会社環境防災技術研究所担当臆■書冊

■樺桧紅旗凄悌好投鰯弼瞭辞

書臆臆臆



添付書類3

汚染土接の運搬の方法

丁.運搬フロー図

形質変輔愛馬出厩域

東京都蟹田区景墨田三丁目丁3滞2の一郎〈地謡〉

陸運三珠式会社　ハーモセレ他 

荷姿;ダンプトラック十シート掛け 

処理撞張:ケイエスライン軟式会社ノ

香取土壌浄化語按

千葉県警取聯多古町千田率喪山弼詩増

補類;浄化等処謡駐投

処理方法こ浄化(描出謎浄処郵

ぐ

隆運:裸式会社　ハーモセレ　他 

荷姿;ダンプトラック十シート掛け 

横鮎・保管榎殴こ三井増収株式会社

神奈川鹿川的市川碕睦同町9蒋1号

海運こ西渡海渡株式会社 

靖姿:船舶 

処理棲散;珠式会社ハーモエックス　高石工場ノ

大阪府高石市高砂1丁目11箱5

種類;浄化篭鯉陸棲技

処理方法:浄化(抽出一洗浄処理)

※船舶から♯岸、エ緒構内ホッパーへ投入後、移動式

ベルトコンベアへ水切り積み降ろし



様式第十六(第六十一条第一項関係)

汚染土壌の区域外搬出届出書 

平成ユ蜜年/〇月　ユ/日 

東京都婿殿　軸看護寵崇番● 剪�

土壌汚染対策法第16条第l項の規定により、要措置区域等から搬出する汚染土壌について、次 

のとおり届け出ます。 

要措置区域等の所在地 忠&餉B�8ﾈｹ�79�Y���ﾃ))ｩm｣cIMC�,ﾈ自YB�i 

汚染土壌の特定有客物質によ る汚染状態 �-8,��hｷ�-�+ｸ,ﾈ嶌ﾘyZｉ7��ｹv頽�ｨｮ顏�W94ｸﾘr��
鉛及びその化合物(土壌含有量基準不適合) 

※詳細は添付書類工のとおり 

汚染土壌の体積 �#32繹ﾘﾈ*ﾘ-8,��c｣#���8僂ｳ32繪y��
※詳細は添付替類2のとおり 

汚染土壌の運搬の方法 凛H補一�:竟B��愛8補��IIR��
※詳細は添付書類3のとおり 

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 乘H�檍��6��ｸ8(5ｨ8ﾂ�

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 乘H�檍��6��ｸ8(6ｨ6(4�5���ﾘ)�靫��｢�

汚染土壌を処理する施設の所 在地 ��Xﾞ9Wｸﾘ)�韈8ﾘ(ﾛｸ��ﾓR�

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���ﾈ���{�?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋��)]���?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋��(ﾈ�#�?｢�

汚染土壌の処理案了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋��(ﾈ�3�?｢�

運搬の軸こ供する自動車等の 使用者の氏名又は名称及び連 絡先 �5儻H��}紿��抱,ﾈ,h*�.��

積替えを行う場所の所在地並 びに所有者の氏名又は名称及 び連絡先(運搬の際、積替え を行う場合に限る。) �5儻H��}緝��x,ﾈ,h*�.�����Ehｶ9Ei{��

上螺難鱒㌃/,信忠 

陳管施設の所在地並びに所有 者の氏名又は名称及び連絡先 (保管施設を用いる場合に限 る。) ��������������������������x���｢�5儻NTｹ}緝��x,ﾈ,h*�.���ｬ(袙ﾘﾉ~ﾙKr�

絡先:株式会社アサパ工事部主任臆音 譜:03-3625-2758FAX:03細6456-1959e-血ail: 

備考1この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2　氏名(法人にあってはその代表者の氏名)を寵醸し、押印することに代えて、本人(法

人にあってほぞの代表者)が署名することができる。



汚染土顕の運搬の方法

1.連破フロー図

亡船舶輸送] 499型船舶(約工500 t積み、他物件の土壌と合積み予定)

拠理概要] ①浄化等処理施設〈浄化(抽出」駐印)朗七/h、 l,210t/d (22時間)

②分別等処理施設(異物除去)　　　　55軌、 1, 210七/d (22時間)

③分別等処理施設(含水率調整)　　　55七/h、 l, 21飢/d (22時間)

■分別、選別(土饗と土壌混入異物を分別の上、 50同以下の粒子とそれ以上のものに選別)

・鉄片除去(磁薗搬用)

・洗浄プラントにて、分級・漣浄

→洗浄後の砂礫は埋め戻し、路盤材等に再生利用

一読浄後の脱水ケーキはセメント原料として再生利用



添付辞頴5

汚染土接の運搬の用国英する鉛畑に関する書類
( t次硬営場所-2次韻鎧場所)

使用者の氏名 又は名称 刋�xﾙ�b�住所 ��I�ﾈ,ﾈﾆ��2�飛散等を防止する梢遭 

松栄株式会社 �4�2ﾓsfﾂﾘ�#c"�締田螺北九州市費校区本町細を弓0 �4ｸ*��B�4ｸ6(6y�B�記殺みすハッチによる密閉 　鋼管遊園1) 

西経海避株式会社 ��都"ﾓ�"ﾙkcS�"�大分腺津久見市港町響呑18号 刮謦ｲみすハッチによる鰊聞 　く碓造園1と同型) 

正米海連珠式会社 ��8耳�(ﾌ｢ﾓcXｴ��硬磯部絃鵬櫓丁鯖細l′」タ豊浦き肋 �4ｸ6(6y�B�画積みすノ、ツチによる寝間 (椿造園1と同型) 

住着海運株式会社 ����モﾓc湯ﾓcc#"�緯曳駄撒好耶健城町磁束的視山的強か10 �4ｸ6(6y�B�彊積み十ハッチによる鱒駒 (樹造園lと同型) 

有限会社富士海運 ��C3ふ#2ﾘｸ����千載県木曜津軽中央3一班7 �4ｸ6(6yIR�直積みでハッチによる蒋閉 (燐造園lと同型) 

宮山港湾煙退株式会社 ��2ﾓ3){���SY5ｳ��疎京都中央区官本鞭イ重工 �4ｸ6(6y�ｨ�"�直顧み十ハッチによる解聞 　く梯造図工と同型) 

務・中央汽船株式会社 ��2ﾙ^8�Yoi[ﾓ�澱�恵京都中央区新報丁即4番4号 �4ｸ6(6y�B�寝積み十ハッチによる密閉 (捕造園細と同型) 

東海運株式会社 弍�2ﾓc##�t�##3��雄鯛朝火侵鵬靭一拘塞ト握力紅相3峨 �4ｸ6(6y�H�����醐み十ノ、プチによる怒閉 　館造園1と同型) 

天道埠頭株式会社 ��bﾙ,���ﾓ(ｩ��兵庫県尼崎市道悠町丁目千尋 �4ｸ6(6y�B�斑積み十ハッチによる晴間 (絆造園lと同型) 

太平洋セメント株武会社 ��8�｣SS86sxｶC��塊紋鱈樹雲台鞠が・も畜場ガーデンシティビル �4ｸ6(6y�H���註積みすハッチによる宙朗 (鮮造園lと同型) 



様式第十六(第六十一条第一項関係)

汚染土壌の区域外搬出届出書

軸者籍

東京都知夢殿

平成　29年　/月　2グロ

憲醗認諾籍
氏名又は名称及び住所並びに法人
にあって龍、その代表者の氏名

土壌汚染対策法第16条第l項の規定により、要措置区域等から搬出する汚染土壌について、

次のとおり届け出ます。
住所表示;東京都品川区北品川五丁即番義母
地番表示:東京都品川区北品川五丁目420番l,包20番7, 428番l事

護8番l裏鶏8番雷の各一部

汚染土嬢の特定有害物質による

輯染状態

トリクロロエチレン(土壌溶出壁基準不適合)
シス斗2〃ジクロロエチレン(土壌溶出塞基準不適合)

鉛〈土壌含有量基準不適合)
六億クロム(土壊溶出塾基準不適合)

硝薬(土蟻韓国薗基準不適合)
ふっ薫く土壌溶出壇基準不適合,土壌含有壁基準不適合〉

詳細は添付資料工に示す。

汚染土嬢の依穣 46; 599.音99 Ⅲ8

汚染土嬢の通解の方法 燵運(自動車)

汚染土壌を運搬する者の氏名又

は名称
関電ジオレ株式会社,株式会社堂侶トラストず
株式会社ハーモモレ

汚染土蟻を処理する者の氏名又

は名称
抵寓二栄蔑紫蘇式会社早醐
株式会社東興開発

汚染土嬢を処理する施設の新産

地
添付欝料1に示すこ

汚染土嬢の搬出の薗事予定日 平成29牢1月青白

汚染土撥の搬出完了予定日 平成約年　着用　工4日

汚染土壌の遥殴完了予定日 平成30年　皐月　職日

汚染土蜜の処理案了予定日 平成翻牢　思月　臆ロ

護憲籍翳援護鰭 添付資料4に示す寄

積替えを行う場所の所在挫並び
に所有者の氏名又賠名務及び態

緒先(運搬の隙、積替えを行う
場合に限る。 )

保常施設の所在艶並びに所有箸
の氏名又は名称及び連絡先で保

管施設を用いる複合に限る。 )
曇鵠∴上之駆

<連絡先>

諦水建設株式会社エンジニアリング事業本部土嬢環鶉膏薬部
担当:一書　　‾　職しO3-鱗61弓313

備考l　この用練の大きさは、日本工業規掩Å4とすること。
2　氏名(法人にあってほぞの代表者の氏名)を記載し、押印すること
にあってほぞの代表者)が署名することができる寄



添付資料蜜

汚染土壌の運搬の方法

8-工　運搬フロー図

(l) V〇〇 ・鉛複合汚染土壌

要措置区域等

東京都品川区北品川五丁目披0番1タ飽0番7,蝕8番工事4謡番1義438番轡の各二郎(地番表示)

トリクロロエチレン　汚染土蟻

シみ工,2・ジクロロエチレン　汚染土壌

鉛及びその化合物　汚染土壌

陸運凋亀ジオレ株式会社 

荷姿:トラック十プレコン舶袋あ卵 
十シート掛け 

処理施設:関籠ジオレ株式会社本社工場 

兵庫県尼崎市東浜町1番地の1 

種類:浄化等処理施設 

処理方法;浄化(分解一熱分解) 

屯)六価クロム・ふっ素複合汚染土壌

襲措置区域等

東京都品川区北励I伍丁目盤〇番工, 420番7言開軽1上鵡8漆工書館瞬蜜の各一部(地番表示)

六価クロム化合物　汚染土壌

ふっ素及びその化合物　汚染土壌

睡蓮:株式会社盤倍トラスト 

荷姿:ダンプトラック十シート掛け 

処理施設:宮二第窟簗株式会社 

汚染土壌再資源化処理プラント 

神奈川県川崎刺章崎区扇町 

5-8,5-2lタ5・39,5葛蚤9,5・紋タ5せる,5.86 

種類:浄化等処理施設 

処理方法:浄化(抽出一読浄処理) 

$農工



(勘　鉛・批薬事ふっ素単軸又は複合汚染土壌

要措彊区蛾等

東京都品川区北品)重任丁目姥0番ユタ4劾番了,種8番l,璃8番工事総8番轡の各一部(地番表示)

鉛及びその化合物　汚染土壌

批寮及びその化合物　汚染土嬢

ふっ素及びそのイ拾物　汚染土擬

陸運;株式会社盈膚トラスト 

荷姿:ダンプトラック十シート掛け 

処理施設;啓二栄産業株武会社 

汚染土藤再資源化魁理プラント 

神奈川県川崎市川崎区扇町 

弼タ舵l,5細籾舟59,5・6為す85事5・86 

謹頗:浄化等処理施設 

処理方法:浄化脚出・溌浄処理) 

処理施設:早来工営練武会在勤腑工場 

軸妄動I尉宣1崎市川崎区扇町や1 

謹類こ分別等処理施設 

処理方法;分別等 

3-2　運搬体制

鉛及びその化合物　汚染土壌

薙素及びその化合物　汚染土壌

ふっ素及びその1拾物　汚染土壌

陸運:株式会社ハーモセレ 

荷姿こダンプトラック十シート掛け 

処理施設:株式会社寮興開発制陸浜工場 

千築嫡前月市塩浜二丁目 

16番6者8 

種類;分別等姓理施設 

処理方法:分別等 

運搬受託者 傀謁ﾘ郢�ﾒ�

関篭ジオレ株式会社 亊h�5x4�8ﾈｩH�檍��gｸ��ﾔ��｢�

株式会社壁信トラスト 亶ｹ?�毎蝌ｼhｩH�檍��刮�Y7��ｸﾜH��ﾋ�ｸ�yﾘ7h8�986r�
早来工営株式会社川崎工場 

株式会社パーモセレ 乘H�檍��8ﾈｻｸ､ｩJﾘ�9�ﾈ冓Vﾈﾔ��｢�

協力会杜の一瞬はま　添付資料4のとおりである。

奪・審



様式第十六(第六十一条第一項関係)

汚染土壌の区域外搬出届出書

届出者

東京都知事　殿

平成岬年l月1う日

〒 169・0075

東京都新宿区高田馬場巨10・

株式会社友生ローボレーシ

代表取締役　島袋　博

土摸汚染対策法効6条第1項の規定により、要措置区域等から搬出する汚染土壌について、

次のとおり届け出ます。

要措置区域等の所在壇 �8ﾈｹ�79mｨﾙXｾimｨﾙYgｹ*ﾃY)ｩ4��MCCi��*ﾙ&餉IUﾉ5ｲ�
東京都目黒区目黒本郎丁目33番146号(地番哀話) 

東京都目黒区目黒本町5丁目60番20号(地番哀話) 

東京都目黒区宵累本町汀日工9番27早く地番哀話) 

汚染土壌の特定有蕾物質によ 刋(��齎�ｸｭﾉtﾉ|ｨｮ顏�W94ｸﾘr�

る汚染状態 

汚染土嬢の体積 �#渥���(�2�F�#ド�S#�-著�ｨﾝx,ﾙ5儻H��{�(,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の運搬の方法 凛H暮H�:竟B��愛8補��IIR�

汚染土壌を運搬する者の氏名 乘H�檍��6��ｸ8(5ｨ8ﾂ�

又は名称 

汚染土壌を処理する者の氏名 乘H�檍��6��ｸ8(6ｨ6(4�5��

又は名称 

汚染土壌を処理する施設の所 ��Xﾞ9Wｸﾘ)�韈8ﾘ(ﾛｹ/9?｣��u畏b�

在地 「 

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖�?�ﾅ(-2�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖��

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ(鳧��ｯｨ���R�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖���8ﾈ���ﾔ��?｢�

運搬の用に供する自動車等の 兔ｨ鐵H,ﾉ,ｨ.��

使用者の氏名又は名称及び連 

絡先 

積替えを行う場所の所在地並 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i��*ﾃ蔦��

ぴに所有者の氏名又は名称及 倅�IWY:ｨｩH�檍������������������������ｹ��

び連絡先(運搬の際、積替え ��x蘒332ﾓS3�H���������������������c�'���*B��2�

を行う場合に限る。) ��ｩV冏ﾈ����ｨ,ﾘ�I|��

保管施設の所在地並びに所有 ���=��ﾈﾊr舒ﾉe育9�ﾈﾞ粟i��*ﾉ����Xﾖ(-f���'(�b��r�蓼皐ｵﾙXｨ檍���������ykh�~ﾘ��

者の氏名又は名称及び連絡先 

(保管施設を用いる場合に限 ��k8.#32ﾓS3�B�

る。) 



汚染土壌の運搬の方法

1運搬フロー図

要措置区域等;東京都目黒区目黒本町5丁目61番46号(地番表記)

東京都目黒区目黒本町5丁目3碧番146書く地番表記)

東京都目黒区目黒本町5丁目60番20号馳番表甜

東京都目黒区目黒本町5丁盲は豆昏2?号(地番表甜

鉛汚染土壌

運搬:株式会社ハーモセレ【運搬受託者】東京都中央区新川l丁即9番7号 

荷姿:ダンプトラック　十　シート掛け 

積替・保管:三井埠頭株式会社

神奈川県川崎市川晴区扇町9置1

運搬藩式会社ハーモセレ【運搬受託者】東京都中央区新川1丁即9番7号 

荷姿:船舶十ハッチかく」 

処理:株式会社ハーモニックス高石工場

大阪府高石市南砂1丁目11番5

種類;浄化等処理施設(浄化(抽出一洗浄処理) )

許可番号:第027100lOO5号

2運搬体制

運搬受託者:株式会社ハーモセレ

協力会社及び使用する自動車等の慣性、添付資料4、 5のとおり



様式窮「ウマ(第六十二条窮二項閲親

汚染土類の囲翻搬出届出書 

平成王宮年11月五〇日 
東京都知事　殿 

出離撰対蘭島第16粂第l項の規忍こより、要醒区瞭勅吟搬出する汚染土壌にかて、次のとおり届け出ま 

すこ 

形欝轍の所在地 �8ﾉiｩ,)68ｾi�Y}Y)ｩmｨｼ餉Fﾈｹ��(�鯤箸� 
頼嗣木型函糀欝丁目19番側溝表籾の÷部 

汚　　善物質による 汚染状態 綿�Xｿ挨�)�X��*Igｸ自M8耳v�ﾚ9�ﾈﾔ�8ﾈ92�

岱懸　・　合及び第二溶出園基準磁針 

①トリクロロエチレン(土壌溶出圏基準不達斜 

②ふっ素性’　　へ　適創 

②六億クロム壮嬢溶出薗基準荷重創 

鞘欝)■漢 
汚染土嬢の伸輔、 ����97ｸ.畏xﾇcｨ��ﾆ��

汚染土嬢の運搬の方法 �����ﾉ:����㊥障壁(自動載→減軽鰯船 

※詳細は添付嘗類3のとおり 

汚染土嬢を運搬する者の氏名 又は名称 乘H�檍��7H4(�ｸ8�5h6姐ﾈ."ﾘ6x6��ｸ5��

汚染土嬢を処軽する者の氏名 ��5�484x5�8�4899/(韋檍����ﾘ�竧ｼｩnﾉ:(茯ﾙ"�

又は名称 ��,(�檍��6�6x8(6ｨ6(4�5���ﾘ)�靫��｢�

汚染=蟻を処理する施設の所在飽 佩ﾘﾙ�鬨ﾘﾈ�#SiMH-�*��
②六・　　　呪丁目11諦　- 

汚染土嬢の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾈ��)�ﾈ��佇��SI?｢�

汚染土猿の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾈ��#僖譏�ｨﾈ靉ﾈ�ｩ?｢�

汚染土嬢の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾈ��､驟8���hﾈ糴?｢�

汚染土顕の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾈ��穆僖��h��ﾈ�3�?｢�

運搬の用に供する自動車等の使用 者の氏名刻ま名称及び蓮絡先 ��igﾈｶih���,ﾈ,h*�.��

積替えを行う場所の所窪地並びに 所有者の氏名又は名称及び連絡先 錘鞭の臨、積替えを行う場合に限 る。) 辻�

保管施設の所在地並びに所有者の 氏名又は名綾び連絡先牒館施設 を用いる場合に限る。) 倅�H�9:ｨｨﾘ���6ﾘ�������ｺ影����ﾈ��ｾi��*ﾈv貭�

瀦紬は添付書類　烏　のとおり 

備考　l　この用紙の大きさは、日本:蝶襲親授Å4とすること。

2　氏名鑓人にあってはその横着の氏名)を離し、押印することに代えて、本人(法人にあってはその

代秦酌が署名することができる。

<邁線描>

大和ハウス工業東京本店工事部　工翻昧　担当三二　‾‾‾‾‾‾‾　皿∴鈍重別を羽場

株式会社フィールド・パートナーズ浄化技術〇〇・鄭　担当」　　　　憫言03「溺撮鄭7

●



添付書類3　汚染土壌の運搬の方法

3-1.運搬フロー図

①ケイェスライン株式会社　香取土壌浄化施設

●　　音音 

形質変更時要届出区域 劔8ﾈｹ�79�Y68ｾi8ﾎ.�$｣Y)｢��?｣#�MC�Xﾘh���(ｸ�ﾈ鹵����

東京都大田区東糀谷蓉丁目19香子勉番表示)の置部 

シヌーl.2-ジグ駆寄エチレン(溶出垣) 

トリグ �8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92益頽���

(タンク車による陸運) 劔 

運搬受託者 刳博ｮ会社ア �48�ｸ8ｸ��6x7��ｸ6x6��ｸ5�� 

ー〒105-000l 

東京都港区虎ノ門l葛2-8　虎ノ門琴平タワー10階 
丁盤し洞3-6268-8252 

荷姿㍗タンク車鯖闘容器) 

※運搬隷負者偶力会社)は添付資挙 劍ｺ�,ﾈ,h*鞍��

処理施設 劍5�484x5�8�4898ｩH�橙��6ﾘ��ﾘ�靖7��ｸ�(嶌邵�"�

千薬県香取郡多古河手国字裏山56番、千田宇和田下54番l、 
水戸字千田竣聴容番蜜’ � 
TBし:0479」了9-3毒53 

許可番号二第O工鋭0010鎚号 

処理方法;浄化等処理 剋{設(浄化(抽出一熱脱着)) 



②株式会社ハーモニックス　高石工場

形質変更時要届出区域 劔8ﾈｹ�79�Y68ｾi8ﾎ.�$｣Y)ｩm｣#���馗Xﾘb員ｨｸ�ﾈ鹵��� 

東京都太田区東椛谷5丁目19善く地番表示)の一部 

ふっ素(溶出畳)、六価クロム(溶出量)、鉛(含有量) 

(ダンプトラックによる陸運) 

運搬受託者 刳博ｮ会社フィールド徽パ「トナーズ、 ��
〒重05-0ひ0l 

東京都港区虎ノ門ト2→8　虎ノ門琴平タワー10階 
T麗し;0き-6薯68-825芝 

荷姿;ダンプトラック+シート掛け 

※運搬覇負者偶力会社)は添付資料4ゐとおり 

積審,保管施設 劍蓼鯖$ﾙ:ｨｩH�檍���神奈川 侈y�ﾈﾞ育9�ﾈ癖ｾi��*ﾃ乖ｶﾂ�
T竜し:04亀-333置5314 

(船舶による海運) 

運搬受託者 刳博ｮ会社フィールド・パートナーズ ��
〒106-000l 

東京都港区庭ノ門1-2-8　虎ノ門琴平タワー10階 
丁重しこ03-62触-8蜜52 

荷姿ま船舶(ハッチカバー付) 

※運搬鮪負者〈協力会社)は添付賓科5のとおり 

処理施設 劍ｩH�橙�祉ハーモニックス　高石工場※ 

大阪府高石市南砂1丁目Il番5 
T藍し;0了2-268-1981 

許可番号:第0271001005号 

処理方法こ浄化等処理施設(浄化(抽出一洗浄処理)〉 

※株式会社ハーモニックス　高石工場は、荷揚げ場と処理施設が同じ敷地であるため、
荷揚げ後の積替え保管は行わない。



熊式第十六(第六十一条第一項関係)

要措置区域等の所在抱 忠&餉IUﾈ鹵做��78ﾕﾙ8ﾈｾitﾉk韆ﾉ)ｩmｨ�MH-�*嶋､�,ﾈｦX自YB�
(住居表示)1〇号地その2埋立地(東京都江東区有明四丁目) 

汚染土壌の特定有害物質によ �B�7弌9v頽�s����ｳ�-h�ﾈ繆ﾘxﾈﾈ*�+R��枇素は壊溶出蟄0.01卜0.帆的g/し) 

る汚染状態 �-8,��b�7��ｹLｸ�yS�ｮ繙ﾈ-c�綰誡���

※詳細は添付書類1のとおり 

汚染土壌の体積 姪�U8馗閲仍ｳ2�
※詳細は添付蕾頼芝のとおり 

汚染土壌の運搬の方法 丶8暮�IIR�*�.h-�zH暮4僭(ｨB�
※詳細は添付馨類3のとおり 

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 ��i5儻H��}霪H,ﾈ,hﾍh.��r�

汚染土嬢を処理する者の氏名 又は名称 ��i5儻H��}霪H,ﾈ,h*�.��

汚染土嬢を処理する施設の所 在地 ��i5儻H�)}�8,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖���ﾈﾈ���?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖���佇���專3�?｢�

汚染土壌の運搬完了予定“日 兌ﾙ�ﾃ#僖���ﾈ���¥��?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾈｴ��8��ﾔ�(ﾈ���#�?｢�

運搬の用に供する自動車等の 使用者の氏名又は名称及び連 絡先 ��i5儻H��}紿��X,ﾈ,h*�.��

積替えを行う場所の所在地並 びに所有者の氏名又は名称及 び連絡先(運搬の際、積替え を行う場合に限る。) ��igﾈﾇ｣h,ﾈ,h*�.���������>���

’芝電.晋.之葦 

保管施設の所在地並びに所有 者の氏名又は名称及び連絡先 (保管施設を用いる場合に限 る。) ��iTｩ}��(,ﾈ,h*��(��ｼ�L����

鰯鞠稿対蘇露 

日本工業規格A4とすること。
2　氏名(活人にあってほぞの代表者の氏名)を認識し、押印することに代えて、本人(法
人にあってほぞの代議者)が署名することができる。

備考　ユ　ニの用紙の大きさは、
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添付資料4-2
汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類

(兼杉興業株 剳酔|社章東亜貨物株式会社一株式会社山階砂利商店) 
自動車等使用者の氏名等 刋�xﾙ�b�車体の形状 ��/�7�$ﾘ,ﾈ顥}��飛散等を防止する椛造 

1 乘H�檍���(嚠ﾛｹy淫I5��種汀・毒掬一謡2l �5�987b� �+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ�8ﾛｲ�

2 乘H�檍����>ﾈ､ｩJﾘ��ﾄb�0了7を・揃輸3980 �5�987b� �%9��-ﾘ��.�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈｹ�6�8ﾈ98ｷ��

3 乘H�檍��8H7ﾘ5ｸ98暮t��、0595-39-1印0 �5�987b� �+ﾈ��-ﾘ�(6X4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

4 乘H�檍�����2�07了場雷舶包? �5�987b� 兢���-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99lﾒ��

5 ��I�Xﾅﾘ褸ﾔ�,B�種棚-7如事08 �5�987b� �+ﾉox-ﾒｸ6x8�6(4�5b(��R�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

e 乘H�檍��6�4ｨ5�92�0了42-68-567軍 �5�987b� �����-ﾘ,X6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ98����

了 ��Y:�ｨ�8ﾔ鮎hｩH�檍���」059毎「2ト08弱 �5�987b� �+ﾈｶ8-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

8 冤ﾈⅹ���059尋ふ拙-綿鎚 �5�987b� �+ﾉ��-ﾘ��.�6(4�5h�ｸ6y4�4x6�8ﾈ98ｻﾒ�

9 俐ﾈ�檍��5(5�8(6X6(4��鴫74かき7・的5鼠 �5�987b� ���X-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

10 乘H�檍��ｽ�X蝌ｼb�077ト29「45帥 �5�987b� 仞ﾙ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99gﾂ�

11 冲ﾈﾌ�檍��ｧｩ68ﾉｨﾝ��∴075-的手書○○2一 �5�987b� 兒���-ﾘ��h��6(4�5h�ｸ6r粟�4x6�8ﾈ98����

職 冲ﾈﾌ�檍��;ﾉ<���2�0汀1セ4巧拙3 �5�987b� 仞ﾙ��-ﾘ�(8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ98ｨｹ["�

章3. 冲ﾈﾌ�檍��fｹ6ﾂ�075一割3-9009 �5�987b� 凛9M�-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ98����

青4・ ���:�ﾌxﾝ������07さづ0ト1284 �5�987b� 仄���-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｩxｸ6�8ﾈ99Dﾒ��

重も 偃ﾈ�檍��(h��ｹo"�■07了l「82-2747 �����5�987h��� 仞ﾙ��-ﾘ�=X6(4�5h��7ﾈｫｨ6�8ﾈ99�ｲ��

鮪 �*Hｺ9/��ｨﾔ�R�0了7手記一10櫛 �5�987b� 兒ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

1胃 �(iH��ﾘｻ��仰5一鴻1-3118 �5�987b� �����-ﾘ/�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｩxｸ6�8ﾈ99�ｲ��

18 冓X�檍�����xﾉｨｬﾘﾔ�'｢�の了71-紳-6002 �5�987b� �+ﾉ��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6wH7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ98ｾXｪ��

19 �;�68ﾉｩ�ﾘﾔ位｢茜B��075-93㌃744章 ���5�987b�� 冰)��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6x��7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

20 俘)}i�yL��0叩4一缶・u34 �5�987b� �5�-ﾙ�(荿8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99fR��

2l 俐ﾈ�檍��ﾜｩ_Hﾔ頴"�0帥960「隠褐 �5�987b� �+ﾉ��-ﾘ8ﾘ5ｸ6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

22 冲ﾈﾌ�檍��X��ｨﾝ�5Io"�072-8蘭一榔70 �5�987b� ��ﾙ��-ﾘ+x6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｩ��6�8ﾈ99�ｲ��

23 �ｨ5�484�42�ひ亨他-78ゼ7樽 �5�987b� �9J�-ﾘ�鳧6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｩxｸ6�8ﾈ99�ｲ��

笈4 冲ﾈﾌ�檍��鉙葺ﾉｨﾝ��072置8毎9-蜜8獲 �5�987b� �)��-ﾘ.(6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

音　容5 ��9I(ⅹ5��寄774-鈍一編89 �5�987b� �)���-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ98����

26 乘H�檍��4ｨ6ﾈ4ｨ4ﾙ��債�072-437-8597 �5�987b� �+ﾈ霾-ﾘ���6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

27 �ﾉ��5I��ｩH�檍���012139輸330重 �5�987b� 佝ﾎ6ｸ-ﾘ�ﾋ�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

28 ��8�(ﾉｨﾝ��072-433-8的9 �5�987b� 佝ﾉ��-ﾘ��6x8�6(4�5h�ｸ6r易84x6�8ﾈ98����

29 �6�5顫I5��昭2置428-878了 �ｨ��5�987h����� 冕x膵-ﾘ+x6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

30 俎8��9tﾉE陞����靴2葛離3-毎62呂 �5�987b� �)��-ﾘ�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

3l 兌t迄ﾉｨﾝ��卿了ナ鱒二3080 �5�987b� ����-ﾘ�鳧6(4�5h��7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99'鋳�

32 乘H�檍��8�5h4�4｢�0了44・42-1丘05∴ 倅��6ﾘ7R� 儺9��-ﾘ�ﾎｨ6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨｭ�6�8ﾈ99�ｲ��

33 乘H�檍��69(i?��ｸﾔ鮎b�りす里l-容筆-1的4 �5�987b� 偃騙ｨ-ﾘ�(8�6(4�5h�ｸ6r穎�4x6�8ﾈ99�ｲ��

寄4 �/ｨｦxﾉｨﾝ隧H�檍���、0了2イ卿一0210 �5�987b� �����-ﾘ�鳧6(4�5h�ｸ6r穎�xｸ6�8ﾈ99�ｲ��

35 冲ﾈﾌ�檍���ｦr�06一$785-080l �5�987b� �.ｩ��-ﾘ/�6x8�6(4�5h�ｸ6r�7ﾈ8ｨ4x6�8ﾈ99�ｲ��

容色 乘H�檍��5ｸ5�6r�○○す争・泌2-4粥5 �5�987b� 冽x工-ﾘ+y=X6(4�5h�ｸ6xｭH8ｨ4x6�8ﾈ98ｻﾒ�

37 乘H�檍��T����06・1粥7楕き弱 �5�987b� �/ｹIh-ﾘ,X6x8�6(4�5h�ｸ6y¥(.右�6�8ﾈ99�ｲ��



添付詩類5

汚染土壌の運搬の用に供する船舶に関する書類

使用者の氏名 又は名称 刋�xﾙ�b�汚染土壌の駈類 儖(藝9�/�wｨ鉅+x.俔ﾉ�"�

株式会社商船どき ��ﾇ"ﾓ3CsBﾓ��s��ふっ素横幕鉛 �+ﾉxｨ-ﾒ�

東藤海運株式会社 ��CRﾓ#�(ﾝyTﾓツ2�ふっ蕪雑繋鉛 �+ﾉ|ﾈ-ﾒ�

西離海運株式会社 ��度4塔)t�#S�"�ふっ素枇紫鉛 �+ﾉxｨ-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�

松栄株式会社 ���2ﾙ{吐ﾉt�c#h��ふっ素拙策鉛 ��y|H-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�

正栄海運株式会社 ��2ﾓ3CX/�璽cSVﾂ�ふっ素硝薬鉛 儁凅ｨ-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�

住着海運株式会社 ��モﾓc湯ﾓcc)6��ふっ素枇寮鉛 �+ﾈﾖX-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�

有限会社宮士海運 ��C3ふ#2ﾓcCX9��ふっ素枇索鉛 �(���-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�

宮山港湾運送株式会社 ��2ﾓ3#x�8�3���ふっ素碓寮鉛 儖ｩ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�

東鴻遥昧式会社 ��2ﾓi_3#�5｣#3��ふっ素枇素鉛 亢靹X-ﾘ�6�6(6�,�.h.刋HｧB�

大道埠頭株式会社 ��bﾓhﾋｶﾂﾓ#SS��ふっ素枇索鉛 �+ﾉxｨ-ﾘ�6�6(6�,�.h.亊噂"�

太平洋セメント株式会社 ��2ﾘｩ�6ﾉ'Y{�3唐�ふっ寮枇寮鈴 ����-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�

鶴丸海運株式会社 ���2ﾓxｴ�Sc6ﾂ�ふっ素批索鉛 亢靹X-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�

株式会社商船三井内航 ���2ﾓs�6s3�#��ふっ素枇寮鉛 �+ﾉxｨ-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�

喜題■ � ��



添付書類5- 3

汚染土壌の運搬の用に供する船舶に関する書類

3∴三井埠頭株式会社 
使用者の氏名 又は名称 刋�xﾙ�b�汚染土額の種類 儖(ｦｹ9�/���鉅+x.俔ﾉ�"�

西灘海運株武会社 ��都"ﾓ�"ﾓ#S�"�ふっ素枇紫六価クロム鉛 柞���-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�

松栄株式会社 ���9�#sh6sc#c"�ふっ素描察　六価クロム鉛 �)��-ﾙ?���686�,�.h.冕y¥"�

正業海運昧式会社 ��2ﾓ3CSBﾙ^3Vﾂ�ふっ素枇窮　六価クロム鉛 �+ﾈ寤-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�

’住若海運株式会社 ��モﾙd�ﾘ+3c#"�ふっ寮雄藩　六価クロム鉛 �)��-ﾘ+x6�6(6�,�.h.冕y¥"�

有限会社宙士清遊 ��C3�'S#2ﾓcCY�b�ふっ藁靴粟六価クロム鈴 �i��-ﾘ���686�,�.h.�.ｸ���

宮山捲湾運送株式会社 ��2ﾓ3#x�ﾆﾂﾘｧ泳ヶﾂ�ふう霧枇第六価クロム鉛 亢靹X-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�

東醇運株式会社 ��2ﾓc#&ﾂﾓ##6ﾂ�ふっ素枇寮六価クロム鉛 �+ﾈﾍｨ-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�

大道埠頭株式会社 ��bﾓcC�ﾉ'S#Y����ふっ紫硝薬六価クロム鉛 傀i��-ﾘﾘ(��686�,�.h.冕y¥"�

太平洋セメント株式会社 ��2ﾘﾍﾓS3�ﾙ{�3唐�ふっ素枇索六価クロム鉛 �)xｨ-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�

鶴丸海運株式会社 ���8�csc�ｨｸ.�hｷﾖﾂ�ふっ轟枇索　六価クロム鉛 �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�

株式会祉商船三井内航 ��估Bﾙ{���ﾓ3�#��ふっ架枇轟六価クロム鉛 �+ﾉ��-ﾘ�6�6(6�,�.h.冕y¥"�

竜一一書■ ��

次頁以降の船舶は町ヽツチガバー』により飛散等を駆虫する。



様式第十六(第六十-・・条第一項関係)

汚染土壌の区域外搬出届出書 

妙年　2月要目 

東京都知事　殿 

届出者擬態籠龍岩音園 　　　▼ 剪�

土壌汚染対荒淫第置6条第1項の規定により、要措置区域等から搬出する汚染土壌について、次 

のとおり届け出ます。 

要措置区域等の所在地 �8ﾈｹ�78ﾕﾙ8ﾈｾh･ﾘ��)ｩm｣#�MC���:�C(��:�Iu���#)MB� 

汚染土壌の特定有雷物質によ る汚染状態 ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}貶,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の体積 ��ヲ纉�:�8�R�

汚染土壌の運搬の方法 凛H補一�:竟B��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}�+8,ﾈ,h*�.��

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 ��i5儻H��}紿,ﾈ,h*�.��

汚染土壌を処理する者の氏名 ����5�484x5�8�4898ｩH�檍���

又は名称 ����ｭi6H5x4�8ﾈｩH�檍���

汚染土壌を処理する施設の所 ���y�Hﾊxﾘ�竧ﾅ9�ﾘﾌ9*ﾉ�y68鬩z��#SiMB�

在地 ��[ｨﾌ侈y?(ﾞ育98ﾈ�)*ﾆﾉMI&�,ﾃ��

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#刔8��8ﾈ����?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾈ宝僖���8ﾈ�3��Y?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#刔8��Hﾈ��9�ｩI(��ﾛｲ�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖���Hﾈ�3�?｢�

運搬の用に供する自動車等の 使用者の氏名又iは名称及び連 絡先 ��i5儻H��}紿,ﾈ,h*�.��

積替えを行う場所の所在地並 びに所有者の氏名又は名称及 び連絡先(運搬の際、積替え を行う場合に限る。) ��

保管施設の所在地並びに所有 者の氏名又は名称及び連絡先 (保管施設を用いる場合に限 る。) ����������������ﾂ���������c)���8�ﾂﾂﾈ�6B�

“離職か辞書母 

撃離繍績リ 　ーヽヽヽ."""“〇〇〇〇〇〇〇●●∵∴ 

備考1　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2　氏名(法人にあってほぞの代表者の氏名)を記載し、押印することに代えて、本人怯

人にあってほぞの代表者)が署名することができる。

〈連絡先〉

加勢造園株式会社　　担当: 馳.0轡・糾04・77凱



汚染土接の運搬の方法

1.運搬フロー図



様式第十六(第六十一条第一項関係)

汚染土壌の区域外搬出届出膏 

平成　29牢　三月I鼻骨 

東京都知事殿 

土壌汚染対策法窮まる集貨工項の 刹K定により、襲措置区域等から搬出する汚染土嬢について、 

次のとおり届け出ます。 

< 冽iV�柯ｾh司9�,ﾈ�ﾄY&��往新表示:東京都品川区北品川五丁目1番l号 ��

地番表示:東京都駒鳴鵡鴨川五丁国側番l,4幼番7,鰯番工, 
438番l,鶴8番3の各一部 

汚染土嬢の特定有審物質による 汚染状態∴ �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ99&雕Yv頽�Xｮ顏�W94ｸﾘr��

シス斗2一ジクロロエチレン(土壌溶出塵基準不適合) 

鉛(土擬含有量基準不適合) 
六価クロム(土恕溶出盛基準不適合) 
枇索(土蟻溶出藍基準不適合) 
ふっ素(土嬢溶出愚基準不適合,土壌含有藍基準不適合) 

詳細は添付薗料工に示す。く 

汚染土嬢の体積 鼎bﾈ*�湯ﾃ等:�2�

汚染土譲の運搬の方法 凛H補一�:竟B��

汚染土醇を運搬する者の氏名又 亊hｺ�5x4�8ﾈｩH�檍��ｩH�檍��;��ﾘ6x8�5�6rﾂ�

は名称 乘H�檍��6���8(5ｨ8ﾈ�����R�

汚染土嬢を処理する者の氏名又 亊Y^ｸ5x4假yxｹ?���������8�����x���ｩ�陞���

は名称 乘H�檍��8ﾎ､x､ｩJﾒﾉ�ｸ筋檍��5�485ｨ4ﾈｬ(ｺｸ5ﾈ8ｨ8X�ｸ5h8x92�

汚染土嬢を処恐する施設の所在 地 �5儻H��{�,俾hｭ��

汚染土嬢の搬出の番手宇宿冨 兌ﾙ�ﾈﾘs僖ｨ.ｸﾈ粨*DI?｢�

汚染土嬢の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾉZ僖���ｯｦﾉ)ﾂ�

汚染土嬢の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ3�D����3�)ﾂ�

汚染:蟻の処理完了予窟日 兌ﾙ�ﾉ�C�D���ﾍﾈﾈ���ﾔ欝｢�

運搬の用に焼する自動車欝の所 有者の氏名又は名称及び避絡先 �5儻H��{�ﾆｨ麌+r�

積替えを行う場所の所在地並び に所有者の氏名又は名辞及び連 絡先錘酸の際、積替えを行う 場合に限る。) �,�+X������������������h��=ﾈ,I��霄��

衣繚純灘(毎号 
保管施設の所在地並び串所有者 の氏名又は名称及減避籠先練 管施設を用いる揚創こ限る。,) �,�+R�

連絡先> 

清水建設株式会社エンジニアリ �984�hｼigｹYI7��ｸｬ(ｺｸ馼ｼiYB�
担当:臆臆臆　増しO3-356l-431露 

備考1この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。 
2　氏名　青法人にもってはその代表者の氏名)を記載し、押印することに代えて、本人(法人
にあってほぞの代表者)が署名することができる。



添付資料3

汚染土壌の運搬の方法

3-1運搬フロー図

(1) V○○ ★鉛複合汚染土壌

要措置区域簿

東京都品川区北品Il駈丁目壇卿番lタ披0番7十竣8番工事∴鰭8番1章棉8番蜜の各一部(飽番表示)

トリクロロエチレン　汚染土嬢

シス・1章蜜・ジクロロエチレン　汚染土蟹

鍋及びその化合物　汚染土嬢

陸運:関彊ジオレ株式会社 

荷姿;トラック十プレコン鮪袋あり) 
十シート掛け 

処理施設:関淫ジオレ棟武会社本社工場 

兵庫県尼崎市東浜町1謡地の工 

種類;浄化等処理施設 

処理方法:浄化(分解一熱分解) 

㈱　六価クロム事ふっ素複合汚染土壌

トリクロロエチレン　汚染土壌

シス・l,2・ジクロロエチレン　汚染土壌

鉛及びその化合物　汚染土壌

陸運:株式会社蓮信トラスト 

荷姿:トラック十フレコン(内袋あり) 

十シート掛け 

処理施設;株式会社ダイセキ環境ソリューション 

横浜リサイクルセンター 

禍鶉Jl鵜鰯諦鶴見区生麦二丁目 

20輔番地50 

種類;浄化等処理施設 

処理方法;鮒ヒ飽田一化学脱着)及び分別等 

差送章二　__　-_　_　岬、-　_ 

琵措置匪賊等

東京都別個ヒ品川五丁目擾0番1, 4容0前章砲8番ユタ4鎚番工事掲8番蜜の各一部(地番表示)

六価クロムで拾物　汚染土壌

ふっ繋及びそのイ拾物　汚染土壌

陸運‥株式会社盟信トラスト 

荷姿;ダンプトラック十シート掛け 

麺塾施設:宮二第産業探式会社 

汚染土壌再資源化処理プラント 

神奈川県川崎市川崎区扇町 

5・8,5-21タ霊・翻時・59誇・62,5-8も5-86 

種類:浄化築処理施設 

処理方法:浄化(抽出洗浄処理) 

包基l



様式第十六(第六十一条窮一項関係)

汚染土壌の区域外搬出届出薔

平成29年　3月/命　日

東京都知車　殿

輔壁墜藷醗同輩

土壌汚染対策法窮16条第l頓の規定によれ凄措置区域等から搬出する汚染土壌について、次
のとおり届け出ます。

要措置区域等の所在地 ��馳醇表示)東京都江東区有明四丁目2番励、8笹の各一都 
(住居表示)10母斑その雲埋立地(荒京都江東区有明四丁目) 

汚染土壌の特定有膏物質によ ��鉛(土壌溶出量0川1l巾0証72血宮/し) 搬轟く土壌溶出藍0青O11巾0.0了4調g/し) 

る汚染状態 ��ふっ寮ノ(土壊踏出量0諸1へ工場細かし)● 

※詳細は添付書類工のとおり 

汚染土壌の体積 ��4工事724鵬 
※詳細は添付萬頚2のとおり 

汚染土蟻の運搬の方法 ��海運(船舶)および陸運(自動車) 
※詳細は添付番数昌のとおり 

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 ��※添付書類3のとおり　∴ 

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 ��※添付誌類蜜のとおり 

汚染土壌を処理する施撥の所 在地 ��※添付書類8のとおり 

汚染土嬢の搬出の着手予定日 ��平成29年　4月　i日 

汚染土壌の搬出完了予定日 ��平成30年)‡凋　31日 

汚染土壌の運搬完了予定日 ��平成30年　4月　30日 

挿染土壌の処理完了予定日 ��平成30年　弱　約日 

運搬の用に供する自動車等の 使用者の氏名又は名称及び連 絡先 ��※添付畜類4、5のとおり 

積替えを行う場所の所在地並 びに所有者の氏名又は名称及 ��※添付書類6のとお音り 

び連絡先(運搬の際、積替え ��?急∴言上∵ 

を行う場合に限る。) ��牲」密蕗瓜」如き嘉 

保管施設の所在地並びに所有 者の氏名又は名称及び連絡先 (保管施設を用いる場合に限 ����������ｨ蛻ﾎ�9ZFﾉ$�ﾘb��igﾉych,ﾈ,h*�.���ﾘﾉﾙｸ�x���

る。) ��菓臆臆漢 

陛絡先】大林◆日本国七・株 冦�<�.伊ｩ�ﾘﾔ鯖XｺI:�仂hｷ������������
南北線陸上トンネル∬工事苺務所　担当∴　‾ ‾‾‾‾‾蹄しO講457-1368貰徽03-鎚57-1369

さは、日本工業規格A4
2　氏名(法人にあってほぞの代表者の氏名)を記載し、押印することに代えて、本人(法
人にあってほぞの代表者)が署名することができる。

備考　ユ　ニ
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様式第十六(第六十条第_項関係)　　　　　　　　　　　　　㊧

汚染土壌の区域外搬出届出書 劔.76 

平成29隼、〕月　/左目 

東京都知事　　　殿 

軸者寮翳認弊習● 

土壌汚染対策法第16条第1項の規定により、要措置区域等から搬出する汚染土壌について、次 

のとおり届け出ます。 

要措置区域等の所在地 �8ﾈｹ�79L(ｻHｾh��棹自)ｩ�3SiMC�S���39TｩMC�sx��� 3356番178の一部(地番表示) 

東京都板橋区加賀一丁目8番1号(住居表示)　手車妾出醍 

汚染土接の特定有善物質による �B�7��ｹv頽��Hｮ顏���7��ｸｭﾉtﾈ��ｮ顏�W94ｸﾘr����Xｾ)-�?�v頽��ﾂ�

汚染状態 ��H�y�7��ｸｭﾉtﾉj旭顏�W94ｸﾘr����h�ｨﾝx,ﾙ5儻H�ij厭貶,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の体積 釘紵<S�-宙僂i^(ﾗX���ﾉ�Xｾ#2ﾃy{添-著�h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}�(,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の運搬の方法 俾�:竟H,�.h.凛H戊,i�IIX,�.h.丶8戊���h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}�8,ﾈ,h*�.��

汚染土壌を運搬する者の氏名又 は名称 兔)�5x4�8ﾈxｨ��xｨ5H98�X786(4���xｨｭﾙnﾈⅹ5��

汚染土壌を処理する者の氏名又 ��ｭY6H5xﾜｸ8ﾈx｢曳ｸ��ﾔ��｢��②㈱ジー{イーテクノス(横浜草葉所) 

は名称 �(xｨ5�485ｨ4ﾈｬ(ｺｸ5ﾘ�h8h�ｸ5h8�98����Vﾈ8ｨ5H484�8ｸ5ｨ985��ｲ��

④　早来工管㈱(川崎工場) 

汚染土壌を処理する施設の所在 地 �ｩ[ｨﾌ侈y?(ﾞ�.仍駛�*ﾃ�MI&�,ﾃ��⑧神奈川県桜浜市神祭Ir慣恵比須町8 

③神奈川県横浜市鶴見区生麦2丁目2036番50 

④　神奈川県川崎市川崎区扇町6-1 

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖ｨ����ﾈ賈?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃｨ刮D鬻ﾈﾈ���.��ｩ?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾈ8S刔3��ﾈ���Ii?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾈ*吋����8ﾈ���8h8i?｢�

運搬の用に供する自動車等の使 用者の氏名又は名称及び連絡先 ��i5儻IX�}饋�����,ﾈ,h*�.��

積替えを行う場所の所痩地並び に所有者の氏名又は名称及び連 �8ﾉvﾙWY:ｨxｨ����T崩ﾉﾉﾄ緬e育9�ﾈﾞ粟i��*ﾃ�2ﾓ��

絡先(運搬の際、積替えを行う 場合に限る。) ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻NU�}�+8,ﾈ,h*�.��

保管施設の所在地並びに所有者 の氏名又は名称及び連絡先(保 �8ﾉvﾙWY:ｨxｨ����=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i��*ﾃ�2ﾓ����������′ 

※詳細は添付書類6のとお。　　　　　埴擾離 
管施設を用いる場合に限る。) 剪�5�;����

〈連絡先〉所属∵昧式会社長谷 　担当者名:看臆臆■ ������������������ﾈ�(�ｩ(R���4x5(��7ｸ8ﾈ��5h8�98ﾉｩgﾈﾇh�浦C(6���8�)驃ﾒ�

TEし;的-鈍56-1448胃聴0紅34輔-5雄9　E璃aまI; 

備考l　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2　氏名腱人にあってはその代表者の氏名)を記載し、押印することに代えて、本人(法

人にあってはその代表者)が署名することができる。



様式第十六

確話題臆患
¥ -　尋

(第六十一薬箱一項関係)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　¥ -㌔

汚染土壌の区域外搬出届出書

東京都知事殿

土壌汚染対策法第事6条第工項の規定により、

ます。

平成28年り月I土日

〒105-000工′ノ

東京都港区虎ノ門工ユー蜜虎ノ昌

届出者　株式会社フィールド・パ

代表取締役福永健二烏

要措置区域等から搬出する汚染土壌について、次のとおり届け出

(住居表示)東京都大圏区大森啓三丁即番38号
要措置区域等の所在地 (地番表示)東京都大田区大森西三丁即棚番1、 3、 4、 7の各一部

汚染土壌の特定有害物酎こよる汚
染状態

トリクロロエチレン　　　(土壌溶出亜基準不適合最高濃度0. 15耽れ)

テトラクロロエチレン　　(第二溶出電基準不適合最高濃度6. 0Ⅲ富性)

シスー1. 2葛ジクロロエチレン(土壌溶出轟基準不適合最高濃度0. 29Ⅲかし)

ふっ籍　　　　　　(土壌溶出寛基準不適合最高濃度7, 7皿g/し)

鉛　　　　　　　　(第二溶出寛基準不適合最高濃度1. 5皿かし)

鉛　　　　　　　　(土壌含有量基準最高濃度1800皿かkg)

※詳細は添付書類1のとおり

汚染土壌の休稿
蜜, 026.部調雷

※詳細は添付書類2のとおり

汚染土壌の運搬の方法
①陸運(自動車)

②陸運帽動車) →海部船舶) →陸運(自動載

※詳細は添付書類3のとおり

汚染土壌を運搬する者の氏名
又は名称

①株式会社ダイセキ環境ソリューション

②株式会社山鳩砂利両店、三井埠頭株式会社

汚染土壌を処理する者の氏名

又は名称
①株式会社ダイセキ環境ソリューション横浜リサイクルセンター

②株式会社山師砂利商店途中工場

汚染土壌を処理する施設の

所在地
①神奈川県援洗面鶴見区生麦二丁目203馬-50

②滋賀県大津市伊香立途中町字西山86毎他

汚染土壌の搬出の着手予定日
①平成弼年　了月ふ白日

②平成28年　7月土も日

汚染土壌の搬出完了予定日
①平成錫年12月　31日

②平成28車　重l月　30日

汚染土壌の運搬完了予定日 ①平成28年12月　31日

②平成28年12月　3凋

汚染土壌の処理完了予定日
①平成29年　ま月　31日

②平成29年l月　31日

運搬の用に供する自動車等の使用

者の氏名又は名称及び連絡先
※添付書類4高のとおり

韻替えを行う場所の所在地並びに所
有者の氏名又は名称及び連絡先(
運搬の際、積替えを行う場合に限る。

)

三井埠頭株式会社神奈川県川婿市川晦区扇町9-1

謙杉興業株式会社大阪府岸和田市地蔵湊町章1-1
東亜質物株式会社大阪府大阪市大正区南恩加島4-3

※詳細は添付書類6のとおり

保管施設の所在地並びに所有者の
氏名又は名称及び連絡先(保管施

設を用いる場合に限る。 )

三井埠頭株式会社神奈川県川崎市川崎区扇町9一

兼杉興業株式会社大阪府岸和田市地蔵浜町11
東亜貨物株式会社大阪府大阪市大正区南風加
※詳細は添付書類6のとおり

’28, 7言2

垂線蹴搬第13

備考 ユ　ニの用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2　氏名(法人にあってはその代表者の氏名)を記載し、押印することに代えて、本人(法人にあってばその

代表者)が署名することができる。
く連絡先〉株式会社フィールドパーけトズ担当臆書冊03書6268-8357



添付書類3
添付書類3汚染土壌の運搬の方法

3-1運搬のフロー図

3輸2運搬体制

運搬受託者こ株式会社ダイセキ環費ソリューション

株式会社三井埠頭株式会社

株式会社山崎砂利商店

協力会社及び使用する自動車等の一覧は、添付書類4のとおり。



様式第十六(第六十一条第一項関係)

汚染土壌の区域外搬出届出薔

平成28年　9月　ヶ国

櫛結社摂籠董コ一端レーンヨ

東京都知事　殿
泉南群議区芝二丁目毅番1号

∴　○○_　こ_二　一　　　　〇」種職　　　　　〇〇〇　　　　〇〇

怨謡翰築造　籠

土壌汚染対藤津第16茶寮1項の親定により、襲措置区域等から搬出する汚染土壌について、次の

とおり届け出ます。

要措陸区域等の所荘地 ��偖ｨｸ��x麌�ｩ*雹�78ﾕﾙ8ﾈｾi�雍�)ｩmｨﾘs�MI�2�
【地番表示】東京都注薗区溺橘l丁目13番6、18、19、20、38の-部 

汚染土壌の特定有害物配こよ る汚染状態 兔ｩ7(刮�Y7��ｸ,ﾈｾh刺､���,佛x.佗h柯��,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の体積 ��｢ﾉ_8ﾌ�,R霽�����-��

汚染土壌の運搬の方法 兔ｩ7(刮�Y7叨ｸ,ﾈｾh刺､���,佛x.佗h柯��,ﾈ,h*�.��

汚染土壌を運搬する者の氏名 �?ｩ�ｸ�ｾ�Z越ﾈｩH�檍���

又は名称 �4�4�6ﾘ､ｨ�8�陞���

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 佻ﾉvﾘﾉｩ�ﾘｩH�檍���オオノ開鞍株式会社 

ウイル・エンジニアリング・テクノロジー株式会社 

汚染土壌を処理する施設の所 在抱 ��ywHﾊx�9�ﾈ�8��5�I&IMI&��
愛媛県東温市珂之内字犬小屋乙628番37他 

大阪府枚方市大字尊延寺粥5 

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋��ﾈ餤�皷m｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖���ｦXﾈ�*ﾘ+y?｢�

汚染土壌の運搬完了予琵日 兌ﾙ�ﾃ#僖��以苻+y?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾉv9D靉ﾈﾈ��{�?｢�

運搬の用に供する自動車等の �?ｩ58�ｾ�Z越ﾈｩH�檍��8ﾈｹ�79(h匣ｾi�i�ﾃ�)ｩm｣#9MCHﾘb�

所有者の氏名又は名称及び連 �4�4�6ﾞ��茜H�檍����蟹U�ﾊx鉙�(�9fｹG馮ｹ*ﾈﾖ#�オMI&��

絡先 ��ﾉ¥ｨ鑄,ﾈ,h*�.��

積替えを行う場所の所在地並 びに所有者の氏名又は名称及 び連絡先(運搬の際、頼替え を行う場合に限る。) 佻ﾉvﾘﾉｩ�ﾘｩH�檍��ｹ�ywHﾊx�9�ﾈ�8���*ﾃ�IMI&��

丸協産業株式会社こ兵庫県神戸市東擬区新江湊町8番地 
大王海運株武舎拉;千葉県千葉市中央区中央捲2十0-6 

保管施設の所在地並びに所有 者の氏名又は名称及び連絡先 佻ﾉvﾘﾉｩ�ﾘｩH�檍��ｩ�ywHﾊx�9�ﾈ�9�y+�*ﾃ�IMI&��

〈保管施設を用いる場合に限 る。) 亊ｸｺh蝌ｼhｩH�檍��ｹ[ｨﾌ侈y��ｸ�98ﾉ>Xｾi�hﾕﾙj�*ﾃ窺I&��

連絡先:株式会社黄谷エコーポレーション　　　　　　　冊:03-3456-5435 
マックスエンジニアリング株式会社　　　　　　†軋:0含-5425-1238 

備考1この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2　氏名(法人にあってほぞの蒔表者の氏名)を静戟し、押印することに代えて、本
の代表者)が雷名することができる。
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簿欝壁鞍鑑薮鶴蘭

3-1.運搬フロー図

拡隣駈幽峨i臆詞聯社費醐相即椅1咽融　　　　　　　　　　l 

事の鳴禽か 水馳及び青の色合観・館賞び千切年令勧・　　　　　　　　　　　　　対乾田的飴、押政びその化合物・蛾敦が 
増粛盈び号の1め秘・ふっ飛雌雄での化合物掃矩豊壌　　　　　　　　　　　　　　　　　ふっ厳島びその他含め　指轍妻韓 

豊要害■墓室要害容量星重量百童獲臆題題囲■題 
毒婦オオ州債持場社債鱗暖抵宥}　　　　　運搬オオ細微輝軸傭脚韻逓勅　　　　運搬語義使輔 劔剄叙ﾈも蜜握調提要申) 

瑠警告ダンプトラウク書フレキシブルコンテナI毎ゲ　　存褒:ト 劔�'X�8��ｸ/�7h8ﾈ4ﾘ5h7ijh5h6X6�6ﾘ.�4���･h路�x-ﾈ5�987hｴ�684X485h�ｸ6xﾚ�+r�

l　　　　・l　　　　　　　　　　　　　　弓韓起低租密馬食よ　i場努蜜額庭浮瞭曇 

職敬譲王和職掛金握　　　　　　l　　　　　凝嚇白寄溺恥　　　　　　看 劔剞ﾟ電〇線電瑳桂・謡馳裁定会社 

千葉継手真布申餌申輿湾を1いや 劔!　　　　　　　子葉斯)陥手職調僻据 

直選¥耀勝間関南澄雄、 

) � ��"� 費遍三オオノ勘鎖鎌真会社(罫線隻擁奮 劔　　　凋土糊柳碧センチ○○ 驚轟　棚脚臍脚傭地 刮L連子真綿軸隅雑く劃卸粕霜) 

宙輩事船的→プレキシフ肋ンまわバッグ 剪�鮮商事阜帝JI噺麓の筆的olOO洩 剞ﾂ∴支;凪鴫 ���5h�ｹe�T��

l 劔櫨甑　抽軸綿貫　, 劍畔繁��ｨ棹椶�

競纏・健筆鮭披 劔�9��ｩhｶ�u��i┷���
貰嬬ご　ざオノ勘的腕球堆く葦轍輔) 剪� 1異離京持戸市棚軍区演出的番地 

萄響くダンプトラック手フレキシブルコンテサバM 劔■漢音■ 

睦智ぐ目線住銀総則賦会社昭戦域盤膚)、 

萄磨;犠ノブトラックふシート概け 

鍔軸 兒Y�h�4�4�5ﾈｺ9w逸��剪� 拷艇圭敦 �,ｸ/�ｸ4Y�)H�+�5h5x蓼ﾜｵh984��X6X4�6ﾘ8ﾘ5x+�+�ﾖh�ﾉ�ｨ舐� 
裏罫電離斯 劔剔�1聞棚田帳持田さ 

倒蛾 佩逢YM8�8憙-ﾈ-���畔賈MI'��+�:)MHﾘhﾘﾈｬ�i�ｨ�s�=s���k�?R��yhﾘ(+8ﾅ(�j緯�'y&yFr�劔∴心裏職域 ��X�(���ｹ9ﾙ�3�ｷ)YC���Wr�緩��*ﾙZｨｬ��Yu儉ｸ茯ﾉi�ｲ�

3-2、運搬体制

日銀住金物騙株式会社

東京都中央区新川l丁目23番4号

オオノ開襟株式会社

愛媛県松山市北梅本町甲1馳番地

※協力会社の一覧は、別添「汚染土壌の運搬の用に供する自動車等に関する書類」参照。

雄5


